
令和３年度前期 

英語Ⅲクラス分け名簿（２年生） 

＜掲載ページ＞ 

教育学部 ・・・・・・・・・・・・・・p.２～７

工学部（１組）・・・・・・・・・・・・p.８～１０

工学部（２組）・・・・・・・・・・・・p.１１～１５

工学部（３・４組）・・・・・・・・・・p.１６～２１

水産学部 ＆ 国際食料資源学・・・・・ p.２２～２６ 

特別コース（農・水） 

農学部 ・・・・・・・・・・・・・・・p.２７～３２ 

理学部 ・・・・・・・・・・・・・・・p.３３～３８ 

※英語Ⅲの再履修生、令和元年度以前入学生 は Web では

履修登録できないので、共通教育係へメール（Email アドレス：

kyoutuuk@kuas.kagoshima-u.ac.jp)にて、お手続き下さい。

※英語 III クラス分け名簿は、令和３年３月１０日（水）時点で

鹿児島大学の１年生である学生が対象です。

進級の有無に関わらず、名簿に記載されております学生は、全員

英語 III の履修が可能ですので、名簿を参考に、履修登録システ

ムで履修登録を行って下さい。 
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

教育学部

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

0720410014 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410023 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410032 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410041 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410051 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410060 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410079 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410088 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410097 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410103 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410112 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410121 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410131 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410140 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410159 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410168 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410177 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410186 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410195 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410201 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410211 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410220 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410239 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410248 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410257 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410266 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410275 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410284 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410293 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410300 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410319 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410328 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410337 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410346 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410355 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

教育学部

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

0720410364 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410373 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410382 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410391 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410408 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410417 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410426 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410435 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410444 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410453 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410462 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410471 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410481 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410490 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410506 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410515 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410524 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410533 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410542 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410551 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410561 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410570 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410589 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410598 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410604 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410613 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410622 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410631 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410641 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410650 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410669 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410678 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410687 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410696 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410702 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

教育学部

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

0720410711 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410721 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410730 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410749 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410758 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410767 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410776 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410785 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410794 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410801 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720410810 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410829 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410838 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410847 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410856 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410865 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410874 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410883 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410892 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410909 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410918 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410927 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720410936 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720410945 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410954 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410963 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720410972 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720410981 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720410991 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720420011 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720420020 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720420039 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720420048 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720430017 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720430026 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

教育学部

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

0720430035 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720430044 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720430053 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720430062 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720430071 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720430081 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720430090 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720440016 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720440025 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720440034 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720440043 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720440052 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720450012 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720450021 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720450031 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720450040 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720450059 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720460019 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720460028 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720460037 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720460046 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720460055 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720460064 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720630018 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720630027 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720630036 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720630045 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720630054 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720630063 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720630072 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720630081 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720630091 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720630107 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720630116 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720630125 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

教育学部

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

0720630134 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720630143 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720630152 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720680010 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720680029 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720680038 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720680047 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720680056 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720680065 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720680074 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720680083 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720690016 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720690025 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720690034 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720690043 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720690052 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720700014 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720700023 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720700032 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720700041 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720700060 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720700079 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720700088 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720700097 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720710011 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720710020 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720710039 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720710048 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720710057 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720710066 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720710075 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720710084 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720710093 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720720017 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720720026 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

教育学部

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

0720720035 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720720044 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720720053 3327 水曜３限 英語III 村山　陽平　

0720720062 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720730013 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720730022 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720730031 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720730041 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720730050 3328 水曜３限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

0720730069 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720740010 3329 水曜３限 英語III 坂本　育生

0720740029 3325 水曜３限 英語III ﾌﾞﾚｲｼﾞｱ ｱﾝ

0720740038 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720740047 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720740056 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720740065 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

0720740074 3326 水曜３限 英語III 日髙　佑郁

0720740083 3324 水曜３限 英語III ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾝ

7



英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

工学部（１組）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

2520310017 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520310062 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520310151 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520310222 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320013 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320022 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320031 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320041 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320050 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320069 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320078 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320087 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320096 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320102 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320111 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320121 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320130 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320149 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320158 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320167 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320176 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320185 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320194 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320201 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320210 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320229 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320238 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320247 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320256 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320265 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320274 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320283 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320292 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320309 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320318 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

工学部（１組）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

2520320327 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320336 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320345 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320354 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320363 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320372 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320381 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320391 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320407 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320416 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320425 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320434 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320443 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320452 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320461 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320471 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320480 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320499 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320505 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320514 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320523 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320532 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320541 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320551 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320560 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320579 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320588 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320597 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320603 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320612 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320621 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320631 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320640 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320659 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320668 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

工学部（１組）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

2520320677 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320686 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320695 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320701 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320711 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320720 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320739 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320748 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320757 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320766 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320775 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320784 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320793 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320800 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320819 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320828 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320837 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫

2520320846 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320855 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320864 5323 金曜３限 英語III ｺﾞｰﾗﾑ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

2520320873 5322 金曜３限 英語III ｴﾙﾒｽ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ ﾏﾙｺﾑ

2520320882 5321 金曜３限 英語III 金岡　正夫
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

工学部（２組）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

2520310071 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520310106 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520310161 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520310170 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520310189 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520310198 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520310204 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520310213 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520310269 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520310287 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520310302 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520310349 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520310367 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330010 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330029 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330038 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330047 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330056 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330065 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330074 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330083 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330092 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330109 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330118 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330127 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330136 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330145 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330154 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330163 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330172 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330181 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330191 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330207 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330216 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330225 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

工学部（２組）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

2520330234 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330243 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330252 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330261 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330271 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330280 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330299 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330305 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330314 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330323 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330332 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330341 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330351 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330360 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330379 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330388 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330397 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330403 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330412 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330421 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330431 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330440 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330459 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330468 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330477 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330486 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330495 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330501 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330511 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330520 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330539 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330548 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330557 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330566 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330575 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸
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2520330584 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520330593 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330600 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330619 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330628 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330637 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330646 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330655 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330664 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520330673 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520330682 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520330691 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370015 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370024 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370033 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370042 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370051 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370061 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370070 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370089 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370098 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370104 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370113 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370122 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370131 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370141 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370150 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370169 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370178 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370187 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370196 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370202 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370211 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370221 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370230 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ
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2520370249 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370258 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370267 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370276 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370285 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370294 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370301 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370310 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370329 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370338 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370347 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370356 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370365 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370374 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370383 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370392 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370409 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370418 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370427 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370436 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370445 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370454 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370463 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370472 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370481 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370491 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370507 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370516 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370525 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370534 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370543 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370552 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370561 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370571 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370580 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸
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2520370599 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370605 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370614 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370623 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370632 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370641 5425 金曜４限 英語III 久木田　美枝子

2520370651 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370660 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370679 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370688 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370697 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370703 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370712 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370721 5424 金曜４限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520370731 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370740 5426 金曜４限 英語III ﾚｱﾘｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾋｵﾙﾝｽﾞ

2520370759 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸

2520370768 5423 金曜４限 英語III 原　隆幸
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2520310026 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520310035 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520310044 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520310053 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520310081 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520310090 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520310115 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520310124 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520310133 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520310142 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520310231 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520310241 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520310250 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520310278 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520310296 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520310311 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520310321 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520310330 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520310358 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520310376 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520310385 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520340016 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340025 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340034 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340043 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520340052 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520340061 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340071 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340080 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340099 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340105 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340114 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520340123 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340132 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340141 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ
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2520340151 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340160 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340179 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520340188 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340197 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520340203 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340212 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340221 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340231 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340240 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520340259 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520340268 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520340277 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340286 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340295 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340301 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520340311 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340320 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520340339 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520340348 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520340357 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340366 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340375 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340384 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340393 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520340400 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520340419 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520340428 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520340437 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520350012 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520350021 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520350031 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520350040 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520350059 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350068 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子
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2520350077 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520350086 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350095 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350101 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520350111 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520350120 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520350139 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350148 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520350157 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520350166 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350175 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520350184 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350193 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520350200 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350219 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350228 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520350237 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520350246 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520350255 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520350264 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520350273 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520350282 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520350291 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520350308 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350317 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350326 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520350335 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520360019 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360028 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360037 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360046 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520360055 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360064 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520360073 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520360082 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ
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2520360091 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360108 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360117 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360126 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360135 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360144 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520360153 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360162 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360171 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360181 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360190 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520360206 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360215 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360224 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360233 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360242 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360251 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520360261 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520360270 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360289 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360298 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520360304 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520360313 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360322 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360331 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360341 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360350 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360369 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360378 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360387 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360396 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360402 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360411 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360421 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520360430 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ
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2520360449 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520360458 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520360467 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520360476 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400016 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400025 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520400034 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400043 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400052 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400061 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400071 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400080 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400099 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400105 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520400114 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400123 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400132 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400141 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400151 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400160 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400179 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400188 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400197 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400203 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400212 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400221 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400231 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520400240 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400259 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400268 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520400277 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520400286 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520400295 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400301 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400311 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

20



英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

工学部（３・４組）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

2520400320 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400339 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400348 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400357 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400366 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400375 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520400384 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400393 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400400 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400419 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400428 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400437 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400446 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400455 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400464 5328 金曜３限 英語III ﾍｲﾄﾞﾝ ｼﾞｮﾝ

2520400473 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400482 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400491 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400508 5327 金曜３限 英語III 久木田　美枝子

2520400517 5326 金曜３限 英語III ﾗｰｷﾝｽ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

2520400526 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400535 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400544 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400553 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400562 5325 金曜３限 英語III ﾏｼｭｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾄｿﾝ

2520400571 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

2520400581 5324 金曜３限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

  水産学部・国際食料資源学特別コース(農・水）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

3420410011 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410021 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410030 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3420410049 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3420410058 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410067 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3420410076 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410085 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410094 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410101 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410110 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3420410129 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3420410138 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410147 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3420410156 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3420410165 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3420410174 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3420410183 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500011 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500021 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500030 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500049 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500058 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500067 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500076 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500085 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500094 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500101 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500110 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500129 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500138 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500147 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500156 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500165 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500174 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

  水産学部・国際食料資源学特別コース(農・水）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

3820500183 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500192 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500209 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500218 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500227 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500236 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500245 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500254 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500263 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500272 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500281 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500291 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500307 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500316 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500325 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500334 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500343 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500352 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500361 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500371 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500380 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500399 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500405 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500414 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500423 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500432 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500441 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500451 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500460 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500479 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500488 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500497 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500503 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500512 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500521 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

  水産学部・国際食料資源学特別コース(農・水）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

3820500531 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500540 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500559 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500568 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500577 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500586 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500595 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500601 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500611 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500620 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500639 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500648 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500657 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500666 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500675 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500684 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500693 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500700 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500719 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500728 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500737 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500746 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500755 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500764 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500773 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500782 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500791 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500808 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500817 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500826 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500835 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820500844 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500853 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500862 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500871 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

  水産学部・国際食料資源学特別コース(農・水）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

3820500881 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500890 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500906 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500915 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500924 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500933 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500942 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500951 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500961 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820500970 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820500989 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820500998 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501000 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501019 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820501028 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820501037 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501046 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501055 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501064 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820501073 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501082 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501091 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501108 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820501117 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501126 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501135 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820501144 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501153 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501162 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501171 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820501181 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501190 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820501206 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501215 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501224 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

  水産学部・国際食料資源学特別コース(農・水）

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

3820501233 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820501242 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820501251 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501261 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820501270 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501289 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501298 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501304 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501313 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501322 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501331 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501341 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820501350 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501369 2232 火曜２限 英語III ｴﾝｽﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ

3820501378 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820501387 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820501396 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820501402 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820501411 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820700012 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820700021 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820700031 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820700059 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820700068 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820700077 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820700086 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820700095 2230 火曜２限 英語III 内尾　ホープ

3820700101 2233 火曜２限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

3820700111 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫

3820700120 2231 火曜２限 英語III 千代田　夏夫
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英語Ⅲクラス分け　受講者名簿

                                                                                  科目名

農学部

学籍番号 時間割ＣD 曜日時限 担当教員

3420310016 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310025 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310034 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310043 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310052 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310061 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310071 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310080 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310099 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310105 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310114 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310123 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310132 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310141 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310151 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310160 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310179 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310188 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310197 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310203 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310212 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310221 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310231 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310240 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310259 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310268 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310277 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310286 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310295 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310301 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310311 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310320 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310339 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310348 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310357 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫
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3420310366 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310375 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310384 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310393 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310400 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310419 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310428 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310437 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310446 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310455 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310464 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310473 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310482 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310491 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310508 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420310517 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310526 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310535 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310544 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310553 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310562 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310571 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310581 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310590 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310606 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310615 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310624 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310633 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310642 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310651 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310661 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420310670 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310689 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310698 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310704 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸
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3420310713 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420310722 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310731 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310741 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420310750 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420310769 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420310778 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320012 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320021 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320031 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320040 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320059 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320068 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320077 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320086 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320095 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320101 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320111 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320120 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320139 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420320148 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320157 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320166 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320175 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420320184 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320193 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320200 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320219 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320228 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320237 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320246 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320255 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320264 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320273 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320282 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸
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3420320291 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420320308 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320317 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320326 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320335 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320344 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320353 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420320362 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320371 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320381 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420320390 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420320406 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320415 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320424 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320433 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320442 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320451 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320461 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420320470 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320489 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420320498 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320504 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420320513 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420320522 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420320531 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320541 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320550 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420320569 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420320578 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320587 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420320596 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320602 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420320611 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320621 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420320630 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫
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3420320649 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320658 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420320667 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320676 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420320685 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420320694 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420330019 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330028 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420330037 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420330046 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420330055 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330064 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420330073 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330082 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330091 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420330108 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420330117 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330126 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420330135 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330144 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330153 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330162 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330171 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330181 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330190 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330206 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330215 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330224 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330233 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420330242 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330251 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330261 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330270 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330289 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330298 3115 水曜１限 英語III 生田　和也
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3420330304 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330313 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330322 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330331 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330341 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420330350 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330369 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330378 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330387 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330396 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330402 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420330411 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330421 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330430 3112 水曜１限 英語III ﾌｫｽﾄﾝ ｻｲﾓﾝ

3420330449 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330458 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330467 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420330476 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330485 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330494 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330501 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420330510 3111 水曜１限 英語III ｽﾄｯｸﾃﾞｲﾙ ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄﾞ ｱｼｭﾘｲ

3420330529 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330538 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330547 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330556 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330565 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330574 3116 水曜１限 英語III 森　礼子

3420330583 3114 水曜１限 英語III 原　隆幸

3420330592 3115 水曜１限 英語III 生田　和也

3420330609 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330618 3113 水曜１限 英語III 金岡　正夫

3420330627 3116 水曜１限 英語III 森　礼子
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2220600019 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600028 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600037 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600046 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600055 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600064 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600073 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600082 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600091 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600108 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600117 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600126 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600135 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600144 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600153 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600162 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600171 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600181 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600190 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600206 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600215 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600224 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600233 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600242 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600251 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600261 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600270 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600289 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600298 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600304 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600313 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600322 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600331 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600341 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600350 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣
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2220600369 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600378 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600387 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600396 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600402 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600411 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600421 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600430 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600449 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600458 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600467 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600476 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600485 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600494 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600501 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600510 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600529 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600538 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600547 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600556 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600565 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600574 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600583 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600592 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600609 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600618 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600627 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600636 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600645 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600654 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600663 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600672 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600681 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600691 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600707 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ
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2220600716 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600725 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600734 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600743 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600752 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600761 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600771 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600780 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600799 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600805 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600814 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600823 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600832 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600841 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600851 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600860 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600879 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600888 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600897 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600903 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220600912 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600921 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600931 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600940 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600959 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220600968 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220600977 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220600986 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220600995 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601007 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601016 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601025 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601034 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601043 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601052 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平
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2220601061 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601071 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601080 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601099 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601105 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601114 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601123 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601132 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601141 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601151 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601160 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601179 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601188 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601197 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601203 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601212 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601221 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601231 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601240 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601259 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601268 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601277 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601286 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601295 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601301 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601311 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601320 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601339 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601348 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601357 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601366 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601375 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601384 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601393 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601400 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁
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2220601419 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601428 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601437 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601446 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601455 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601464 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601473 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601482 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601491 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601508 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601517 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601526 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601535 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601544 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601553 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601562 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601571 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601581 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601590 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601606 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601615 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601624 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601633 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601642 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601651 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601661 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601670 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601689 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601698 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601704 3421 水曜４限 英語III ﾊﾑﾁｭｯｸ ﾓﾆｶ

2220601713 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601722 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601731 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601741 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601750 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子
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2220601769 3422 水曜４限 英語III 久木田　美枝子

2220601778 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601787 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601796 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601802 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601811 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601821 3419 水曜４限 英語III 村山　陽平

2220601830 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601849 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601858 3420 水曜４限 英語III 日髙　佑郁

2220601867 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601876 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣

2220601885 3418 水曜４限 英語III 藏本　真衣
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